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日本における在宅の『身の回りの世話』労働職の歴史的展開 
―社会福祉サービスと有料職業紹介事業を中心に― 
佐草智久（立命館大学大学院・日本学術振興会特別研究員） 

 
1．本研究の視座 
1．先行研究  
・社会福祉サービス（訪問介護） 

法制度の変遷を中⼼に扱ってきた（須賀 1996 など）。またサービスの展開を論じた研究（中島 2013 ら）
は、時期によって研究対象地域に偏りが⼤きく、同時期における地域間での⽐較が不⼗分である。 

→それ故断⽚的な蓄積と⾔え、通史の体系的な理論化には⾄っていない。 
なお、以上の研究はホームヘルパーを「社会福祉専⾨職」としてみなし、家政婦を彼⼥達と対⽴的関係にあ
る「⾮専⾨職」として位置づける。だがここでは実際に家政婦達がしてきた実践については何ひとつ⾔及が
ないため、この位置づけには⼗分な学問的根拠があると⾔い難い。 
 

→⼀⽅、岡村（2003）などは、公的社会福祉サービスであるホームヘルプサービスと「家政婦」などの有料
紹介事業による私的な⺠間サービスが、歴史上深い関係性を有すると⽰唆している。 

 
・家政婦・派出看護婦に関する歴史研究 

職業紹介制度の歴史（中島 1988）、住込⼥中の通勤化（清⽔ 2004）、終戦直後までの派出看護婦の歴史研究
など。 
→これらは⽇本の在宅⾼齢者介護の歩みの中で、⺠間の私的サービスが果たした役割の⼤きさを⽰唆する

に⼗分値する。しかし（当然ではあるものの）戦後の社会福祉政策の動向やその関係性などが⼗分に踏ま
えられているわけではく、あくまでも業界の歴史の域を出ない。 

 
→このように両者はその類似性が⽰唆されつつも、それぞれ別領域から異なる視点で研究され、断⽚的に蓄

積されてきた。そのため、両者の受け持つケアの受け⼿たる⾼齢者やそれを取り巻く家族の差異について、
またその歴史的変化について⼗分に⾔及出来るまでには⾄っていない。 

 
→両者はともに家庭内で家族の代替として家事・介護を⾏う点で共通している。そこで両者を、社会福祉や有

料職業紹介事業の観点から別個に扱うのではなく、在宅における「⾝の回りの世話」労働職として同じ地
平の上から、両者の関係性の変化について論じる。そうすることで、⽇本において地遠や⾎縁以外の第三
者による労働⼒によって⽣活が維持されてきた歴史を明らかにする。 

 
2．本研究の方法 

・対象地域…全国（北海道から沖縄まで） 
・対象時期…20 世紀（但し主に 1915 年以降） 
・本研究に際し全国各地の⾏政資料、市町村史、新聞、社会福祉協議会、家政婦紹介所の全国団体等、各関

係所団体の内部資料・広報資料、各種統計資料などの⼀次資料を収集した。 
・それらの記述を補完するため各地の家政婦紹介所所⻑をはじめ関係者へのインタビュー調査を実施した。 
・これらのデータに基づき、歴史学の⽴場から⽂献資料・インタビュー記録の聞き書きを分析する。各章か

ら、⽇本において家事介護を中⼼とした在宅における「⾝の回りの世話」は、歴史を通して、社会福祉政
策としての訪問介護のみならず、有料職業紹介事業による看護婦や家政婦など複数の領域によって構成さ
れていたこと。元来家族または第三者によってなされてきた家事労働・介護労働が戦後の社会福祉法制の
整備拡充に伴って「公的社会福祉サービス」として再編成されていく過程について論じる。 
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※訪問介護制度は法制度や実施要綱の改定に伴い。様々な呼称が使われてきた。当初は⾃治体独⾃事業であ
ったため各事業で異なる。1962 年の「⽼⼈家庭奉仕事業実施要綱（昭和 37 年 4 ⽉ 20 ⽇厚⽣省事務次官
通知）」発出による国庫補助事業化以降は「家庭奉仕員制度」という呼称が⽤いられ。1990 年代頃より「ホ
ームヘルプ事業」と呼ばれる。本稿では国庫補助事業化以前の各事業及び資料内ではそのままの呼称を⽤
い、有料職業紹介事業との⽐較対象として扱う場合には「訪問介護」、その他は各々を特定の事業につい
て論じる場合を除き「家庭奉仕員制度」と呼ぶことにする。 

※現在看護労働においては職業名として「看護師」という⾔葉が使われているが、本論⽂においては歴史⽤
語のひとつとして、あえて「看護婦」の呼称を⽤いる。 

※派出婦とは家政婦の旧称である。これらの変化はグラデーションであるが、基本的には戦前…「派出婦」、
戦後…「家政婦」である。 

 
 
 

2．戦前期における有料職業紹介事業の発展と在宅「身の回りの世話」労働の制度化（～終戦） 
1．看護婦 

・1915（⼤正 4）…看護婦規則発令 （初の国家による統⼀的な法規則） 
看護婦の法律上の定義が定められる・看護婦＝18 歳以上 
 

・看護師免許取得⽅法 
1．指定養成所卒業…⽇⾚、官公⽴病院附属養成所、市⽴看護婦養成所（地⽅⻑官指定）卒業後、数年は病
院で働 

→合格者＝「病院看護婦」 
2．看護婦試験合格…⼀年以上看護の学術を修業したという医師の照明で看護師試験を受ける事ができ、合

格すれば看護師免許が与えられるというもの。開業医や看護師会の⾒習い看護婦が、
働きながら勉強して進んだ道	

→合格者＝「検定看護婦」 
※試験は道府県単位で実施。そのためどこの県の看護師資格を所持しているかがステータスとなる。

そのため、⼈気の府県は遠⽅より家政婦会に⼊会し受験する者あり。 
 

※准看護婦…⾒習い看護婦である程度の経験を有する者に対し、 当分の間の履歴を審査し、准看護婦免許を
与える	

→今⽇の「准看護婦」とは異なる。 
⾒習い看護婦…看護婦会が病院などに派遣し実地指導のもと訓練させるもの 

 
・看護婦会取締規則（1920、警視庁令第⼀〇号） 京都府、⼤阪府など他の都道府県でも制定 

→・看護婦会の開設…許可制（満 5 年以上の経験の現役の看護婦）→「看護婦会組合」の組織 
郡または区ごと規約を定めて警視庁の認可を受ける（組合加⼊は強制） 

※東京市の組合…連合組合を組織→改めて規約を定めて警視庁の認可を受けること	
（京都府、⼤阪府なども同様） 

 
・会則を定めて名簿を作成、看護婦は看護婦会名、免許番号、等級を記した看護婦証票を携帯 
・看護婦会での養成を認める 
・看護婦会は適当な宿舎を設置すること 
・会員（看護婦）の傷病時の救済⽅法を講ずる（感染症など） 
・会の経営者は正当な理由無くして会員の派遣を拒んではならない。 
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・会員は正統な理由無くして、経営者の指⽰を拒んではならない 
→看護婦会が警察⾏政による統制に組み込まれる（看護婦会の組織化） 

 
2．派出婦（＝通勤型女中。現在の家政婦） 

・1918（⼤正 7 年）…婦⼈共同派出会が初の派出婦派遣 
※背景…⼥中難→⼥⼯や電話交換⼿など、他職種に労働⼒が流出 

⼤正末…派出婦会の組合設⽴ 
・1925「営利職業紹介取締規則」施⾏→その後、派出婦会は急速に規模を拡⼤ 

昭和初期…東京約 200 カ所、⼤阪約 30 カ所、京都・横浜・神⼾・名古屋 15〜200 カ所（清⽔ 2004） 
 
・関東⼤震災・昭和恐慌以後…看護婦会は経営的苦境 

背景…①指定養成所の増加→病院看護婦の増⼤※東京…約 20％（1899）→約 50％（1926） 
②病院⼊院の⼀般化・不況による利⽤者の経済的困窮→家庭の依頼減少→病院付添に業務がシフト 

病院看護婦の業務…医師の介助→派出看護婦が患者の⾝の回りの世話を担う 
→看護婦間での格差が⽣まれる→求められる専⾨性の低下 

③利⽤料⾦の相対的⾼額化 
→より安価な派出婦（家政婦）が派出看護婦の領分を奪う 

 
※1913（昭和 8 年）に平塚市公共職業紹介所（神奈川県）が「派出婦会」設置 
 

平塚市社会課が派出婦会を開業――短期間の家庭専⾨に 
平塚市職業紹介所では今回所内に家事婦派出部を新設、短期間の家庭⼿伝ひを主として⼀⾯婦⼈の内
職を奨励する事になった、市⻑の決裁を得れば来る⼆⼗⽇頃から⼀般の申込みを受ける事になったが
同部は左記の四つに分け料⾦も低廉に家庭専⾨となす⽅針で 

接待婦（結婚式、宴会儀式其他）⼀⽇⼀円五⼗銭、家政婦（家事⼀切）⼀⽇⼀円、裁縫婦（裁縫専
⾨）⼀⽇七⼗銭、雑⽤婦（雑役）⼀⽇七⼗銭 

⾷事は雇⽤主持ちで通勤、住込みは雇⽤主の意思⼀つで病院⽅⾯には絶対に派遣せぬと 
（『読売新聞（神奈川県版）』1933 年 6 ⽉ 15 ⽇版） 

 
→公共職業紹介における家政婦の斡旋の最古の例（詳細については戦災により資料散逸のため、不明。） 

 
 
 

3．社会福祉サービスとしての訪問介護の萌芽と民間職業紹介事業の動揺（～1960年代前半） 
1．民間職業紹介事業 

・戦中の従軍・疎開によって、看護婦会・資格所持者激減 
・職業安定法施⾏（1947 年）…看護婦家政婦の有料職業紹介禁⽌ 
・看護婦会…1948 年 2 ⽉末を期限に解散命令（完全看護の徹底を意図） 

→But、当時患者へのベッドサイドケアは依然として派出看護婦が担っていたため、病院看護婦のみでは不
完全。 

派出看護婦の⽣活問題（仕事がなくなるため） 
看護婦会…度々陳情→公共職業安定所の委託寮に（看護婦家政婦問わない） 
→1948 年に看護婦の有料職業紹介許可（殆ど病院付添）→旧看護婦会は「看護婦紹介所」となる。 
 

・1948 年…保健婦助産婦看護婦法制定→看護婦紹介所の機能は職業紹介のみとなる。 
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→「看護婦養成機関」としての看護婦会の歴史の終焉 
But、戦中の従軍、疎開などにより看護婦が減少→求職者難 

→家政婦無しでは病院の需要賄いきれず 
看護婦会も経営成り⽴たない→引き続き家政婦の⺠間職業紹介許可を陳情 

この際、当初 GHQ をはじめ当局より「専⾨性」の問題から家政婦の職業紹介を拒否される 
→家政婦にたいして、⺠間レベルでの教育活動が加熱する 

 
・家政婦…1952 年に有料職業紹介許可。看護婦紹介所は「看護婦家政婦紹介所」となる 
 
→⼀連の運動を契機に、各地で紹介所の組織化が⾒られる。（組合、連合会が再結成→全国団体設⽴） 

（関東中⼼…⽇本臨床看護家政協会、関⻄中⼼…⽇本看護婦家政婦紹介事業連合会） 
 
※同年に東京都公共職業安定所が家政婦の職業紹介開始（看護婦家政婦紹介所が公共職業紹介所委託寮から

独⽴した事が背景か） 
 
※この頃の派出看護婦・家政婦 

→病院付添が⼤部分。cf．1952 年の東京…病院：家庭＝87:13 
→担い⼿はいずれも戦争未亡⼈が⼤半 

「毎朝紹介所の⽞関の前に来て『仕事をください』と⼟下座してお願いするものもいた」（都内某紹介所
所⻑） 

 
2．社会福祉サービス 

・戦後…戦争未亡⼈・在宅⾼齢者の問題が顕在化 
→1955 頃〜両者双⽅の対策として、⼀部⾃治体で⾃治体独⾃事業としての公的在宅福祉サービス（「訪問
介護」）が萌芽。 

・京都市「遺族派遣婦事業」（1955） 
京都市が京都府遺族会連合会に委託する形で開始 
担い⼿…遺族会所属の戦争未亡⼈（各区 1 名）、サービスの対象…独居⽼⼈ 
→「⼥中雇う余裕ない」こと理由に⺟⼦世帯に対象拡⼤（佐草 2015） 
 

・⻑野県「家庭養護婦派遣事業」（1956） 
⻑野県社会課課⻑原崎秀司の指導の元、県下各市町村にて実施 
最初は上⽥市から（1956.5~) 
担い⼿…寡婦や貧困⼥性など・対象…幅広い（But 多くが⽼⼈） ※背景…家政婦の不⾜（北場 2001） 
 

・⼤阪市「臨時家政婦派遣事業」（1957、翌年に「家庭奉仕員派遣事業」に名称変更） 
⺠⽣委員制度創⽴ 40 周年記念事業として創設 
対象を⽣活保護世帯に限定 ※背景…家政婦多（北場 2001） 
⻑野県と並ぶ代表的事例 

 
→その後、地⽅は⻑野県を、都市部は⼤阪市を、それぞれモデルとし各地に動揺の事業が伝播 

モデルとした⾃治体の違いの背景には、その地域での家政婦の実情が影響（北場 2001） 
→運営にあたって、家政婦の存在の影響⼤ 
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4．民間職業紹介事業の社会福祉サービスへの接近（～1980年代前半） 
1．民間職業紹介事業 

・看護婦…⼤部分は病院付添、施設等の⽋員補充要員（稀に家庭も） 
Ex．患家からの要望、退院後の継続利⽤、など 

・家政婦…病院付添（看護婦より安価）、⽋員補充要員が多いものの、家庭でも⼀定の利⽤あり。障害者施設
や介護施設などヘの派遣も。 

※担い⼿の属性…戦争未亡⼈→寡婦に。遠⽅からの出稼ぎ（寮に住込）も多 
Ex.関⻄…中四国や九州などから・関東…東北などから・沖縄（本島）…宮古や⼋重⼭など他の離島から。 

主に農閑期の⼥性であり、⽥植えや収穫期にはまとまって帰省。中にはそのまま留まり、紹介所併設
の寮に滞在しながら、数⼗年に亘り勤務する者も 

・病院付添…⼤半を占めるも、徐々に家庭が増加（地域差⼤）※下図参照 
 
・企業福祉…事業内ホームヘルプ

制度の担い⼿として
参画 

◎事業内ホームヘルプ制度に
ついて 
・1960 年より開始・労働省主管 
・⽼⼈家庭奉仕員派遣事業国庫

補助事業化（1962 年）に際し
て、当初厚⽣省によって構想
されながらも未達に終わっ
た、⼀般世帯向けの家庭奉仕
員事業を事実上継承 

・「事業所が家事援助を⾏うに
適当な婦⼈を常⽤雇⽤して
おき、従業員家庭の家事担当者に事故のあるときに、家庭からの申請により、その婦⼈を派遣して家事
援助を⾏わせる（労働省婦⼈少年局編 1961）」制度 

→当初、家政婦紹介所は反対の⽴場 
 

ホームヘルプ対策に関する件 
 昨今マスコミに取り上げられ、話題になっている、ホームヘルプの制度について、私共⺠営紹介所
側では、野放しに楽観は赦されない。従って結論を先に申し上げれば、早急にその対策を孝ず（ママ）
るため、下記の案を提出する。 

a. 中央本部では、関係官庁の協⼒を得、ホームヘルプの⽴案当局である婦⼈少年局に対し善処
を申⼊れ、之が撤廃を要請すると共に、ホームヘルプ制の中に、積極的に⺠営紹介所（看護
婦・家政婦）の活⽤を PR するよう協⼒を求める。 

b. 各看護婦家政婦紹介所では、積極的に拡⼤、中会社と連携或いは契約し、求⼈の新分野の開
拓に努⼒する。⼀箇所の紹介所で求⼈に応じられない場合は、⽀部単位で契約を図る。 

（⽇本臨床看護婦家政婦組合連合会 1960：35） 
 

→その後、社会情勢の変化を背景に同制度への参画を推進 
※背景 

①国が地域格差の縮⼩政策を実施が進むにつれて都市部に新規求職者が年々滅少していること。 

日本臨床看護家政協会，1975，『昭和50年度臨時総会々議案』: 35-36． 
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②⺠営事業社会全般より⽐較して看護婦、家政婦の社会だけが、労働時間労働環境の改善が遅れている
こと。 

③現在登録者の平均年令が年々⾼令化（ママ）して来ていること。 
④国が看護婦の養成に⼒を⼊るに従って附添の職域がせばまって来る⽅向に医療制度の改善策から⾒て

考えられること。 
⑤紹介所施設の近代化を進める際も、国の⾦融機関の融資の対象になっていないこと。 

（⽇本臨床看護婦家政婦組合連合会 1964：15） 
・家庭介護 

・⻑崎屋提携「ホームヘルパー券」制度（1953〜） 
⻑崎屋の客へのサービスとして、ホームヘルパー券を発⾏ 
ホームへルパー券(6 時間券)で紹介所にホームヘルパーを派遣してもらう。 
作業後…ホームヘルパー券＋往復交通費の実費を⽀払う 
のちに、東急ストアにも拡⼤ 
 

→このように、戦後有料職業紹介事業は、病院付添の⽐重が⾼い。その他家庭向けには、主に⽼⼈家庭以外
の⼀般世帯向けの家事介護サービスの提供を中⼼に⾏っていた。だが、その後 1970 年代前半に在宅⾼齢
者介護の社会問題化、核家族化による家族の介護能⼒の低下、社会福祉サービス（訪問介護）の不備を背
景に、⾼齢者介護にも焦点を当てるようになる。 

 
“派出婦さんは⼤忙しです”―終戦後，県内に⽣まれた派出看護婦や派出家政婦を利⽤する家庭が最
近，ぐんと多くなってきた．病⼈の付添いやお年寄りの話し相⼿に重宝がられているもので，この”
商売繁盛”に，五⼗歳代の夫⼈の内職としても⾒直され，派出婦を希望する婦⼈たちも結構多くなっ
ている． 
 …（中略）…ほとんどの病，医院は完全看護になったとはいえ，⻑期間の⼊院患者や，寝たきりの
⽼⼈にとっては⾝の回りの世話をしてくれる⼈がどうしても必要．そこで派出婦依頼となるわけで，
最近はここ⼆―三年の倍近い利⽤者があって⼤変なモテモテぶり． 
 …（中略）…共稼ぎ家庭では家に残している⽼⼈が⼼配なので，⼟曜⽇は半ドン，⽇曜休みの契約
で依頼してくるという． 
 …（中略）…⼀般家庭にとってはかなりの出費で⻑期療養者を抱える家庭では負担が⼤きい．そ
れでも“派出婦”希望が多いのは，「世の中が落ち着き⾃分の時間をゆっくり持とう」という家庭が増
えたのも⼀員，とある経営者．（以下略） 

（『秋⽥魁新報』1974 年 11 ⽉ 13 ⽇朝刊） 
 

・東京都「家事援助者費⽤助成事業」（1973〜、通称「⽼⼈ヘルパー事業」→「ハウスキープ事業」） 
独居⾼齢者、寝たきり⾼齢者の家庭婦の派遣を都が援助 
当初は有償世帯向けの家庭奉仕員制度として構想→都家庭奉仕員の反対に会い断念 
1982〜家庭奉仕員事業の⼀環となる・⼼⾝障害者にも拡⼤→家政婦も公的社会福祉サービスの担い⼿に 

 
2．社会福祉サービス 

・1962…訪問介護国策化（⽼⼈福祉政策の⼀環） 
・被保護・⾮課税世帯（貧困層に限定）→「恍惚の⼈」以後、在宅⾼齢者介護の問題が顕在化するも、依然

として貧困層に限定。 
・当初…社会福祉協議会等に事業委託する⾃治体が⼤半 
・1963…⽼⼈福祉法施⾏（法的根拠を持つ）→実施⾃治体増 

（その後 1968 年の「ねたきり⽼⼈実態調査」を受けて更に拡⼤） 
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⽼⼈福祉法制定以後、当事業の公的責任強化の機運が⾼まる。都市部を中⼼に⼀部の⾃治体で⾃治体直轄
事業化の動きが発⽣し、労働条件の向上（正規職員化）を⽬的とした労働運動が展開される。 
※この時期の各地の労働運動の動向 

①社協委託（⾮直轄）⾃治体（Ex．秋⽥市） 
1968 年開始。当初より市社会福祉協議会に事業依託。 

②直轄事業化・⾮正規職員化⾃治体（Ex．札幌市） 
1963 年開始。その後家庭奉仕員が中⼼となり⾮常勤職員全体の待遇改善のため労働運動を展開。家庭
奉仕員の正規職員化は実現せず。 

③直轄事業化・正規職員化⾃治体（Ex．京都市） 
遺族派遣婦事業を発展的に解消させ、1962 年に開始。当初は⺠⽣児童委員連盟に委託。その後 1970
年に直轄事業化し、1975 年に正規職員化 
※同和政策との関係性あり（同和地区の⼥性の就労対策としての側⾯有す） 

 
※当時の派遣先家庭の実態 

商京⾍のふとん	
 ⽼⽼夫婦，中⼆階の屋根裏⼆帖位の部屋に起居しており⼩さな窓が⼀つあるのみで，階段は五〇㎝
⼱位で空間に掛けてあり，不安定なものであるが毎⽇何回となく昇降する⽼⼈は慣れたものであった。
或る夏の⽇，訪問したところ敷布団に⾎痕が無数にある南京⾍が同居していたのであった。その後伺
回か DDT の散布に⾏ったが屋根裏の暑さと異臭に悩まされ，ともすれば屋根裏に頭をぶつけること
もあった。散布後⽊の⽳からゾロゾロと南京⾍が出てくるのを⾒つけ必死になって三⼈で殺した。今
考えても寒気がする。その後養護⽼⼈ホームに⼊所した。 

（京都府社会福祉協議会 1969:3） 
 
→⼀⽅で… 

・当制度を「知っている」と答えた者は僅か 18％（京都市，1965，『⽼⼈福祉⾏政基礎調査』） 
・（農村部を中⼼に）設置しても利⽤者がいない 
 世間の⼈に理解がなく公費による⼥中と考えている⼈がある（以上、明⼭・野川 1973） 
・ニーズの低さから、⼈材養成も結果につながらず（例、秋⽥県） 
 

主婦の“⾃⽴の夢”砕ける――ホームヘルパー講習会が中⽌に 
これまで（筆者注：同講習会実施の 5 年間）百三⼗⼈の⺟⼦、寡婦家庭の主婦らが学んできた。とこ

ろが肝⼼の就職率はさっぱり。…（中略）…せっかく勉強しても通らないことが多く、結局、これまで
の受講者の中で希望通りホームヘルパーになれたのはたった⼗四⼈。効果のない講習会への受講者の反
発も⼤きく、とうとうことし（筆者注：原⽂ママ）から中⽌せざるを得なくなった。 

（『秋⽥魁新報』1979 年 6 ⽉ 4 ⽇版 1979：5） 
 
 
 

5．社会福祉サービスの拡充による、両者の関係性の複雑化（～2000年） 
1．民間職業紹介事業 

・看護婦… 1991年に訪問看護サービス開始。(病院看護婦)→家庭での看護も病院看護婦に領分を奪われる 
・家政婦 

・訪問介護に参⼊ 
東京都「家事援助者費⽤助成事業」は訪問介護の⼀環に 
同事業を⾜がかりに、⼤分市・愛媛県⻄条市など⼀部の市⾃治体と紹介所が協定締結（詳細は不明） 
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→訪問介護の担い⼿として公的社会福祉サービスに参⼊ 
・介護クーポン制度（1995〜、付添廃⽌を受けた救済策として） 

家政婦紹介所の 3 全国団体と雇⽤保険の適⽤事業所が協定を締結し，家政婦紹介所を通じて協定事業
所の従業員等に紹介⼿数料を割り引いて家政婦を紹介し，必要な介護サービスを提供する制度 
協定締結対象…雇⽤保険適⽤事業所は約 195 万、But 利⽤事業所数は 1995 年度が 57，翌年度（97 年

2 ⽉末まで）が 201 
利⽤要介護者数…1996 年度の実績は 54 ⼈（総務庁⾏政監察局 1997：49） 

→当事業の利⽤率は芳しくなく当事業が家政婦の雇⽤・就労の維持に寄与したとは⾔い難い． 
※⼀⽅、紹介所が積極的に営業していた⼀部の地域（特に神奈川県）では契約事業所・利⽤実績共に
多 

（本制度がふるわなかった原因の⼀端は、紹介所の営業不⾜による認知の不徹底が存在か） 
 

・⼤⼿⽣命保険会社「介護付保険」との提携…ここで保険に付帯されている介護サービスを家政婦が担当 
 

保険で介護⼈派遣、⾼齢者向け新商品 ⽇産⽣命保険  
 ⽇産⽣命保険は来⽉１⽇から、寝たきり⽼⼈など⾃分で⾝の回りの世話ができない⼈に対し、介
護⼈を派遣するサービスのついた新型の現物給付型保険を発売する。介護料のついた保険はすでに
売り出されているが、介護⼈をあっせんするのは世界でも初めてという。 
 この保険に⼊ると、寝たきり状態が１８０⽇以上続いたことが医師の診断書などで認定されると
介護給付⾦が受けられる。加⼊者が希望すれば、給付⾦⽀給の代わりに看護⼈をあっせんしてくれ
る。ただ、納めていた保険料が⼀定⽔準以下の場合は差額を払う必要がある。⼦供が契約者となっ
て保険料を負担し、親の⽼後の介護のために加⼊することもできる。 
 給付期間３年、介護給付⾦⽇額１万円のケースでみると、男性だと３５歳加⼊で６５歳までの⽉
払い分７１００円、５０歳加⼊で６５歳まで⽉払い分１万７１００円。⼥性は少し割安となってい
る。 
 ⾼齢化社会に対応して、同社は看護婦や家政婦紹介所の全国的な組織である⽇本臨床看護家政協
会、⽇紹連看護婦家政婦福祉協会などと業務提携した。これにより、都市部なら全国のどこにでも
看護⼈を派遣できる態勢ができ、約１５万⼈の看護⼈があっせん可能という。 

（『朝⽇新聞』1986 年 06 ⽉ 12 ⽇朝刊） 
 

※当時の家政婦の実情 
家政婦の勤務先は、出産や病気で主婦が家事をやれない、家が⾮常に広⼤である、家族が多く主婦⼀

⼈では処理できない、といったようなご家庭に伺う時もあり、また、近頃は週に⼀⽇か三⽇、曜⽇を定
めて伺うお宅が⾮常に多くなってきています。家事勤務者の約⼋〇％はこのような曜⽇指定の勤務に従
事しています。⽇々異なるお宅に⾏き、⼭のような洗壇物と取組んだり（原⽂ママ）、トイレ掃除を続け
て六⽇間、六ケ所をやってきたということもあります。主婦が忙しい仕事を持っているお宅では主婦代
理となって、⼦供さんからも馴つかれ⼿が空いて別れるときは、泣きの涙、ということもあります。引
越しや法事等で⼈⼿がほしいという臨時お⼿伝いの場合もあれば、⼀⽅に、病⼈や⽼⼈のお世話など、
⼀軒のお宅に継続して⾮常に⻑く⾏く場合もあります。 
 近頃、ご⽼⼈様関係の勤務がとくに多くなりました。現在、句っているお得意様宅が約五〇〇軒あり
ますが、その中約三分の⼆がご⽼⼈様に関係があります。ご⽼⼈だけか寝ているお宅、寝ているご⽼⼈
をご家族が看護することが出来ないお宅、あるいはご病気ではないが⽼⼈お⼀⼈、あるいは⼆⼈だけの
お宅等々です。私共は、派遣勤務を通じまして、深刻な⽼⼈時代の到来を痛感させられています。 

（⽯⾕ 1986：96） 
・1990年代…労働省の予算補助を受け、紹介所が家政婦に対してホームヘルパー2級資格の取得を促す。 
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→現在も家政婦の殆どが介護職資格を所持。 
 

・1996年に病院付添が廃⽌→家庭にシフト 
付添廃⽌直後…病院内体制の不備などもあり、依然として⼊院患者のベッドサイドケアは不⼗分 

→家族の介護能⼒乏しい世帯は退院し、継続して家政婦を利⽤ 
病院需要が消滅したことによって、看護婦の紹介はほぼ消滅、併設寮の閉鎖相次ぐ 
（求⼈・求職共に）住込の減少・短時間派遣の増⼤ 
地⽅・⼭間部（付添率⼤）→付添廃⽌に伴う経営難→紹介所の廃業相次ぐ 
※現在…多くの地域で介護保険との連続的運⽤が⼤きな⽐重を占める。（2006年に許可） 

 
2．社会福祉サービス 

・1982…課税世帯への有償派遣開始→貧困世帯＝訪問介護・その他＝有料職業紹介事業という構図が崩れ
る 
・訪問介護の⽴ち遅れを背景に全国各地でボランティア団体が⽣まれ、有償ボランティアを活⽤し独⾃のサ

ービスを展開し始める 
例．「ユー・アイ協会」（横浜）、「神⼾ライフケア協会」など。 

・1981の武蔵野福祉公社（東京都武蔵野市）を⽪切りに、⾏政も半官半⺠の福祉公社を設⽴し、有償ボラ
ンティア形式の担い⼿を「登録ヘルパー」の名で派遣する 

→彼⼥らが訪問介護の担い⼿となり既存の家庭奉仕員を淘汰 
→家政婦関連団体は、これらの動きを「職業安定法違反」として、猛抗議 
 

※この時期の各地の動向 
①社協委託（⾮直轄）⾃治体（Ex．秋⽥市） 

当初より社協委託だったため、福祉公社等の設⽴の動きはなし。その後 1991 に市社協がパート
タイムヘルパー（登録ヘルパー）制度を実施したことで、従来の担い⼿は不拡⼤⽅針 

②直轄事業化・⾮正規職員化⾃治体（Ex．札幌市） 
当初課税世帯への有償派遣を社協に委託することを構想するも、家庭奉仕員の反対に遭い頓挫。

その後 1991 年に任意団体として札幌市在宅福祉サービス協会を設⽴。地域協⼒員事業（有償ボラ
ンティア事業）を開始する。その後協会の法⼈化に際し、1993 年に市の家庭奉仕員派遣事業を受託、
翌年からパートタイムヘルパー（登録ヘルパー）制度を開始していく。 

③直轄事業化・正規職員化⾃治体（Ex．京都市） 
 1986 年に京都市社会福祉サービス連合会を結成し、課税世帯への有償派遣を実施。当初、⾮課税
世帯への派遣は従来通り市家庭奉仕員が担うという「共存共栄路線」を展開するも、その後破綻。 
 

市の労働組合にも、有料化して家庭奉仕員では⾏けない分だけ⾔ってくれと。市のヘルパー
が今⾏っているニーズについては今まで通り。それ以外で市⺠が困っている有料世帯か、変な
話だけれども公務員は昼間の 1 時間は休みですよ。昼間の 12 時から 1 時までは公務員は昼飯
時なので、この時間にかかったらうち（筆者注。協議会のこと）が⾏ったらいいと。⽣保でも
低所得でも。⽣保と低所得者は市のヘルパーが⾏っていたのですが、だけれども公務員は⾏け
ないから、うちが⾏ってくれと。それで普通は有料世帯だけと⾔うならば分かるけれども、「公
務員は昼間の時間帯はいけない。⼟⽇も⾏かへんのやから。祝⽇も⾏かへんのや」と。「年末
年始も⾏かない」と。「お盆は⼿薄になるんや」と。結局低所得や⽣保とかも⾏かざるを得な
くなったの、うちが。うちが⾏かざるを得ないというような状況になっていくのですけども、
ほな、うちの⽅がニーズがでかくなっていく。 

公務員ヘルパー（筆者註。市の家庭奉仕員）は融通が効かへんと。まあうちのほうが市⺠権
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を持っていたので福祉事務所からも役所にもヘルパーはいるけれども、お宅のほうがと⾔って
ケースワーカーがうちに頼んでくると。でも京都市職員労組とは付き合いがあって、うちの中
でも組合作ったくらいで「共存共栄で⾏きたいんだけれども…」という姿勢ではずっといたけ
れども、なかなか上がらないと、質が。で、市のほうも公務員をこれ以上増やさない。普通は
ニーズが増えるのに公務員を増やさなあかんのよ。普通、⼈数が増えるんやから。でもせえへ
んと、市は。（家庭奉仕員は）増やさないで市の⽅の予算も増やさないと。で協会の⽅だけを
増やしていく⽅針に変わるんですよ。 

（京都市社会福祉サービス協会職員 A ⽒へのインタビューによる） 
 
 
 

6．まとめ 
・戦前期 

在宅における「⾝の回りの世話」労働は、当初戦前期に派出看護婦として病⼈への看護から始まった。そ
の後、住み込み⼥中の不⾜などを背景に家政婦会が設⽴され、またその後の不況などを背景に家政婦会の規
模が拡⼤し、次第に従来の派出看護婦の領分を奪う様になる。 

・終戦後〜1960 年代前半 
有料職業紹介事業による看護婦・家政婦は、⼀旦公共職業紹介事業に組み込まれるかたちで消滅するが、

その後⼈材養成機関としての役割を失いつつも復活し、復活のための陳情運動の中で、各地の紹介所が組織
化していく。戦後の社会情勢の中で訪問介護が有料職業紹介事業の補完として始まった。 

・〜1980 年代前半 
公的な社会福祉サービスとして訪問介護が国策された。しかし、貧困層に対象を限定していたこともあり、

社会的認知を得ていたとは⾔い難い。その後在宅福祉のニーズが⾼まるが、依然として貧困層を中⼼とした
訪問介護では対応できなかった。有料職業紹介事業は訪問介護の国策化以降、主に⽼⼈家庭以外の⼀般世帯
向けの家事介護サービスの提供を中⼼に⾏っていた。だがその後 1970 年代前半以降、在宅⾼齢者介護の社
会問題化、核家族化による家族の介護能⼒の低下、社会福祉サービス（訪問介護）の不備を背景に、訪問介
護を補完する形で、⾼齢者介護にも焦点を当てるようになる。 

・〜2000 年 
訪問介護の担い⼿として有償ボランティアが登場し、急速に拡⼤して従来の担い⼿を淘汰した。また有料

職業紹介事業も訪問介護に参⼊するなど、訪問介護が多様化、有料職業紹介との関係性も複雑化していった。 
担い⼿においても家政婦は家庭奉仕員と同様の資格を所持する者が⼤半を占めるようになり、⼈材⾯におい
ても両者の違いは無くなっていった。 
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